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会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
1. 取締役会決議における決議の内容の概要
当社及び当社グループ子会社の業務の適正を確保するための体制(2018年９月28日開催の当社取
締役会にて決議)の内容は、以下のとおりであります。

　
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社はコンプライアンス（法令及び定款遵守）を経営の最重要課題と位置づけ、会社理念に基づ
いた内部統制システムの構築とグループ子会社を含めた全体（以下「当社グループ」という）の
コンプライアンス体制の確立に努める。

②当社グループは取締役間の意思疎通を図るとともに相互に職務遂行を監督することで、当社グル
ープの取締役が法令及び定款に違反する行為を未然に防止する。

③当社グループ取締役が他の当社グループ取締役の法令及び定款違反行為を発見したときは、直ち
に当社監査役及び取締役会に報告するとともに是正を図る。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社グループの使用人は、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて取締役の職務の執
行に係る情報を適切に保存、管理する。
②上記の情報は、取締役及び監査役が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認めるとき
はいつでも閲覧できるものとする。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理規程等に基づき、当社グループのリスク分析及び対策の実施状況等を当社グループの
責任者が出席するリスク・コンプライアンス委員会において監視する。

②当社代表取締役に直属する監査室は、当社グループにおけるリスク管理体制を監査し、当社代表
取締役及び常勤監査役に報告する。また、適宜当社取締役会及び監査役会に報告する。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会を原則月１回開催し、重要事項の意思決定を行う。また、必要に応じて適宜開催するも
のとする。

②グループ子会社の親会社である当社は、当社グループにおける職務権限規程等の意思決定に関す
る規則を整備することにより、子会社取締役に付与された業務執行権限の明確化を図り、適正か
つ効率的な職務執行が行われる体制を構築する。

（5）当社グループ使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①法令、定款及び社内規則等を遵守した行動をとるため、当社グループ内に周知徹底と遵守の推進
を図る。これらに違反する行為などが行われていることを知り得た場合、公益通報として通報相
談を受け付ける社内通報窓口を設ける。
②取締役は、取締役会での業務執行状況の報告等を通じ、他の取締役の職務執行が法令及び定款に適
合しているか相互に監視する。

③業務執行部門から独立した監査室は当社グループの内部監査を定期的に実施し、その結果を被監
査部門、当社代表取締役及び常勤監査役に報告する。また、必要に応じて当社取締役会及び監査
役会に報告する。

（6）企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は持株会社として、当社グループ共通の会社理念に基づき、当社グループの統制環境の整
備、啓蒙、各社事業の状況に関する定期的な報告聴取と諸問題についての事前協議を行う。
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②業務執行部門から独立した監査室は当社グループの内部監査を定期的に実施し、その結果を被監
査部門、当社代表取締役及び常勤監査役に報告する。また、必要に応じて当社取締役会及び監査
役会に報告する。

（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
①当社監査役が使用人を求めた場合は速やかに設置する。当該使用人の指揮命令権は監査役にあ
り、取締役からは指揮命令を受けない独立性を確保する。

②当該使用人の任命、人事異動等の人事権に関する事項の決定においては、当社常勤監査役の同意
を必要とする。

（8）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある、不正の
行為、法令及び定款に違反する重大な事実又はその他事実を発見したときには、当該事実を当社
の監査役に報告する。当社グループの取締役及び使用人は、その業務について監査役から説明を
求められたときには速やかに報告する。
②適正な目的に基づき監査役に報告した当社グループの取締役及び使用人は、同報告を理由として
不当な取扱いを受けない。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査担当部署及び取締役は、監査役
と緊密に連携する。

②重要な会議体への監査役の出席を必要に応じて求め、監査役による監査機能の実効性向上に努め
る。

③当社グループ監査役の職務の執行に関して発生する費用等については、各監査役の請求に基づき
速やかにこれを支払う。

（10）反社会的勢力による被害を防止するための体制
反社会的勢力と一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求があった場合の対応所管部署
を定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る体制を整える。また、これら反社会的勢力に
対しては外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対応する。
　

2. 当事業年度における運用状況の概要
　当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の設置会社です。取締役会は６名で構成
されており、うち１名が社外取締役です。また、監査役会は１名の常勤監査役と２名の社外監査役
で構成されています。当社は、「会社理念」を毎朝役員・社員全員で唱和することで、全体の行動指
針としています。
　また、当社グループ共通の「役員規程」等の社内規程を制定し、コンプライアンスに関する高い
意識をもち、所管業務を遂行するように周知徹底を図っています。
　なお、当社取締役やグループの責任者から構成されているリスク・コンプライアンス委員会を毎
月１回開催することで、重要リスクを特定するとともに、その重要性に応じた適切なリスク対応を
行っています。
　社内ルールや行動指針を逸脱した行動がみられた場合は、賞罰委員会で協議し、処遇を検討して
います。
　内部監査部門は当社グループ全体の業務遂行面の実態を監査し、当社代表取締役及び監査役会に
報告をしています。
　一方、常勤監査役は、当社取締役会のほか社内の重要会議に出席するとともに、取締役等から業
務執行の状況を聴取することで、業務執行の現状や課題の把握に努め、経営監視機能の強化と向上
を図っています。
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連結株主資本等変動計算書
（2018年９月１日から） （単位：百万円）2019年８月31日まで

　

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2018年９月１日残高 2,020 728 14,673 △1,542 15,879
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △885 △885
親会社株主に帰属する当期純利益 3,632 3,632
自己株式の取得 △1,000 △1,000
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 2,747 △1,000 1,747
2019年８月31日残高 2,020 728 17,420 △2,542 17,627
　

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累計額合計

2018年９月１日残高 24 10 △1 33 15 15,929
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △885
親会社株主に帰属する当期純利益 3,632
自己株式の取得 △1,000
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △96 4 △0 △91 △91

連結会計年度中の変動額合計 △96 4 △0 △91 ― 1,655
2019年８月31日残高 △72 15 △1 △58 15 17,584

　

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
　

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

　
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数
67社
主要な連結子会社の名称
株式会社ウエストエネルギーソリューション、株式会社ウエスト電力、
株式会社ウエストビギン、株式会社ウエストＯ＆Ｍ

株式会社メガソーラー23号、株式会社メガソーラー27号及び株式会社メガソーラー28号は、
保有する全株式を売却したことにより連結の範囲から除外しております。

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
株式会社オージーシー、とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし
ていないため連結の範囲から除外しております。

　
2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社の数

該当事項はありません。
　

（2）持分法を適用した関連会社の数及び会社等の名称
該当事項はありません。
　

（3）持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
株式会社オージーシー、とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社
主要な関連会社の名称
株式会社Skyer-west、康晤企業股份有限公司
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、WEST International (Thailand) Co.,Ltd.及びWEST ITC (Thailand)
Co.,Ltd.の決算日は５月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類
を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま
す。その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
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4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
　時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）によっております。
時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。
　なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益
を営業外損益に計上するとともに、投資有価証券を加減する処理を行っております。

② たな卸資産
商品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下
げの方法）により算定しております。

原材料、貯蔵品、販売用不動産
主として個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切
り下げの方法）により算定しております。

未成工事支出金
主として個別法による原価法によっております。

③ デリバティブ
原則として時価法によっております。
　

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産以外）
　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)及び太陽光発電設備に係る機械及び装置並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については、定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　 建物及び構築物 ６年～50年
　 機械及び装置 ６年～17年
　 車両運搬具 ３年～６年
　 工具、器具及び備品 ２年～15年
　また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、３年または契約期間
で均等償却をしております。

② 無形固定資産（リース資産以外）
　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(５年)に基づく定額法によっております。

③ リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

④ 長期前払費用
　均等償却によっております。
　なお、主な償却期間は15年であります。
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 完成工事補償引当金
　完成工事に係る瑕疵担保の補修費用に備えるため、過年度の実績補修費用のうち当社グルー
プの負担となった金額を基礎に補修見込相当額を見積り計上しております。

　
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
① 完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる
請負工事（工期がごく短期間のものを除く）については工事進行基準を、その他の工事につい
ては工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度
末における進捗度の見積りは原価比例法によっております。

② ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準　
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨
に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替
換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

　原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利ス
ワップ取引について、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段 金利スワップ
　ヘッジ対象 借入金の利息

③ ヘッジ方針
　主に当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジし
ております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額の対応関係を確認することにより、ヘッ
ジ有効性の評価をしております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引について
は、有効性の評価を省略しております。

　
(7) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 消費税及び地方消費税の会計処理
　 税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
　 連結納税制度を適用しております。
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（表示方法の変更に関する注記）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）に伴
う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年３月26
日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（連結損益計算書関係）
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取補償金」は、金額的
重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「消費税差
額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度においては独立掲記することといたしまし
た。なお、前連結会計年度における営業外収益の消費税差額の金額は13百万円であります。

（連結貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産は次のとおりであります。
（担保資産）
現金及び預金 181百万円
受取手形及び売掛金 270百万円
機械装置及び運搬具 2,883百万円
投資有価証券 0百万円
合計 3,335百万円

（注）上記のほか、連結消去されている連結子会社株式及び機械装置等の保険請求権を担保に供してお
ります。

（担保付債務）
短期借入金 1,147百万円
長期借入金 7,873百万円
合計 9,020百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8,714百万円
　
3. 保証債務
　 下記の取引先の営業債務に対する債務保証を行っております。

ヒカリ産業株式会社 57百万円
　
4. 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しており
ます。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,900百万円
借入実行残高 1,800百万円
差引額 100百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
　

当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

　普通株式 27,235,200 ― ― 27,235,200

合 計 27,235,200 ― ― 27,235,200
　

― 7 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年10月29日 18時04分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額
　

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2018年11月20日
定時株主総会 普通株式 885 35.00 2018年

８月31日
2018年
11月21日

　
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの
　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2019年11月28日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 1,100 45.00 2019年

８月31日
2019年
11月29日

　
3. 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

該当事項はありません。
　
(金融商品に関する注記)
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については預金等、安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調
達については、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しています。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金、リース債権、完成工事未収入金に係る顧客の信用リスク
は、与信管理に関する規程に沿ってリスク低減を図っています。投資有価証券は主として株式で
あり市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については、四半期ごとに時価の把
握を行っております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、工事未払金、未払法人税等は、１年以内の支払期日であ
ります。借入金及び社債の使途は運転資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して
金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価格が変動することがあります。

　

― 8 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年10月29日 18時04分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

です。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません（（注
2）をご参照下さい。）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 33,883 33,883 ―

（2）受取手形及び売掛金 8,296 8,296 ―

（3）リース債権 3,073 3,034 △39

（4）完成工事未収入金 5,280 5,280 ―

貸倒引当金 (＊1) △135 △135

16,515 16,475 △39

（5）投資有価証券

　 その他有価証券 156 156 ―

資産計 50,556 50,516 △39

（1）支払手形及び買掛金 5,021 5,021 ―

（2）工事未払金 1,514 1,514 ―

（3）短期借入金 1,800 1,800 ―

（4）未払法人税等 1,128 1,128 ―

（5）社債 (＊2) 550 551 1

（6）長期借入金 (＊3) 47,855 48,331 476

負債計 57,870 58,348 477
　

（＊1）受取手形及び売掛金、リース債権、完成工事未収入金については対応する貸倒引当金を控除
しております。

（＊2）１年内償還予定の社債を含んでおります。
（＊3）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
　資産
　（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（4）完成工事未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

　（3）リース債権
これらの時価について、リース料の回収予定額を当連結会計年度末時点の取引先の信用リ
スク等を加味した割引率で割り引いて算定する方法によっております。

　（5）投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示
された価格によっております。
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　負債
　（1）支払手形及び買掛金、（2）工事未払金、（3）短期借入金、（4）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

　（5）社債
社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割

り引いた現在価値により算定しております。
　（6）長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を当該借入金の返済期間及び信用リスクを加味した
利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理
されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
　

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式
匿名組合出資金

297百万円
2百万円

合計 300百万円
　

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
「資産（5）投資有価証券」には含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
　１株当たり純資産額 718円47銭
　１株当たり当期純利益 144円63銭
　

　
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
（2018年９月１日から） （単位：百万円）2019年８月31日まで

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2018年９月１日残高 2,020 603 603 10,378 10,378 △1,542 11,459

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △885 △885 △885

当期純利益 1,491 1,491 1,491

自己株式の取得 △1,000 △1,000
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― ― 606 606 △1,000 △393

2019年８月31日残高 2,020 603 603 10,984 10,984 △2,542 11,065
　

　

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額
等合計

2018年９月１日残高 1 1 11,461

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △885

当期純利益 1,491

自己株式の取得 △1,000
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） △20 △20 △20

事業年度中の変動額合計 △20 △20 △413

2019年８月31日残高 △18 △18 11,047
　

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
　

（継続企業の前提に関する注記）
　 該当事項はありません。
　
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
　 ① 子会社株式及び関連会社株式
　 移動平均法による原価法によっております。
　 ② その他有価証券
　 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）によっております。
時価のないもの

　 移動平均法による原価法によっております。
なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益
を営業外損益に計上するとともに、投資有価証券を加減する処理を行っております。

（2）デリバティブ
　原則として時価法によっております。
　

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産以外）

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 ６年～15年
工具、器具及び備品 ４年～15年

　また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、３年間で均等償却をし
ております。

（2）無形固定資産（リース資産以外）
　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。

（3）リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

（4）長期前払費用
　均等償却によっております。
　なお、主な償却期間は５年であります。
　

3. ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しており
ます。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段 金利スワップ
　ヘッジ対象 借入金の利息

（3）ヘッジ方針
　主に当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしており
ます。
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（4）ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップは、特例処理の要件を満たしており有効性が保証されているため、有効性の評価
を省略しております。

　
4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

（表示方法の変更に関する注記）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）に伴
う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年３月26
日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示してお
ります。
（損益計算書関係）
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は、金額的重要
性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

（貸借対照表に関する注記）
　

1. 有形固定資産の減価償却累計額 412百万円
　

2. 関係会社に対する金銭債権債務
　 短期金銭債権 2,058百万円
　 長期金銭債権 400百万円
　 短期金銭債務 21百万円
　

3. 保証債務
　 当社は、次の会社について下記内容の債務保証を行っております。
　

保証先 金額(百万円) 内容
株式会社ウエストエネルギー
ソリューション 5,025 金融機関からの借入及び社債

株式会社ウエストビギン
1,050 金融機関からの借入及び社債

106 商品仕入取引

株式会社ウエスト電力
300 金融機関からの借入

3,927 電力受給契約及び卸電力売買契約
株式会社ウエストエネルギー
ソリューション・メガ 432 金融機関からの借入

株式会社メガソーラー10号 2,176 金融機関からの借入

株式会社広島県メガソーラー 1,658 金融機関からの借入

株式会社岡山県メガソーラー 604 金融機関からの借入

株式会社四国メガソーラー 438 金融機関からの借入

WEST International
(Thailand) Co.,Ltd.

2,064 金融機関からの借入（600百万THB）

5 商品仕入取引（1百万THB）

　 合 計 17,788
（注）外貨建保証債務については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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4. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。こ
れら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額の総額 1,800百万円
借入実行残高 1,800百万円
差引額 ―百万円

　

（損益計算書に関する注記）
　 関係会社との取引高
　 営業取引高（収入分） 3,442百万円
　 営業取引高（支出分） 29百万円
　 営業取引以外の取引高（収入分） 87百万円
　
（株主資本等変動計算書に関する注記）
　 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 1,939,938 842,532 ― 2,782,470

合 計 1,939,938 842,532 ― 2,782,470
（変動事由の概要）
自己株式の増加数の主な内容は、次のとおりであります。

　 自己株式の取得による増加 842,500株
　 単元未満株式の買取による増加 32株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
　未払事業税等 3百万円
未払社会保険料 4百万円
資産除去債務 8百万円
　繰越欠損金 11百万円
　その他 6百万円
　繰延税金資産小計 34百万円
　評価性引当額 △14百万円
繰延税金資産合計 20百万円
（繰延税金負債）
　資産除去債務に対する除去費用 3百万円
繰延税金負債合計 3百万円
繰延税金資産の純額 16百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
　 子会社等
属性 会社等

の名称
議決権等
の所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
株式会社ウエス
トエネルギーソ
リューション

直接
100％

役務の提供

受取配当金

受取利息

貸付金

貸付金

連結納税

債務保証

役員の兼任

業務受託の売上
（注1）

子会社からの配当

貸付金利息

子会社からの返済

子会社への貸付

連結納税に伴う
回収予定額

債務保証（注2）

1,732

1,431

28

3,400

6,700

962

5,025

未収入金

―

―

関係会社長期
貸付金

未収入金

―

353

―

―

7,300

962

―

子会社 株式会社
ウエストビギン

直接
100％

債務保証

役員の兼任

債務保証（注2） 1,156 ― ―

子会社 株式会社
ウエスト電力

直接
100％

受取利息

貸付金

債務保証

役員の兼任

貸付金利息

子会社からの返済

債務保証（注2）

38

800

4,227

―

関係会社長期
貸付金

―

3,200

子会社
株式会社
ウエストエネル
ギーソリューシ
ョン・メガ

間接
100％ 債務保証 債務保証（注2） 432 ― ―

子会社 株式会社メガソ
ーラー１０号

間接
100％ 債務保証 債務保証（注2） 2,176 ― ―

子会社 株式会社広島県
メガソーラー

間接
100％ 債務保証 債務保証（注2） 1,658 ― ―

子会社 株式会社岡山県
メガソーラー

間接
100％ 債務保証 債務保証（注2） 604 ― ―

子会社 株式会社四国
メガソーラー

間接
100％ 債務保証 債務保証（注2） 438 ― ―

子会社
WEST
International
(Thailand)
Co.,Ltd.

間接
49％

債務保証

役員の兼任

債務保証
（注2,3）

2,069
(601百万
THB)

― ―

子会社 株式会社ジェイ
エムエス・ワン

間接
100％

社債

有価証券利息 有価証券利息 19

投資有価証券
流動資産
その他

400

3
　

取引条件及び取引条件等の決定方針等
（注1）業務受託については、市場の実勢価格等を勘案して決定しております。
（注2）債務保証については、子会社の金融機関からの借入、社債及び商品仕入に対して当社が保証を行っておりま

す。なお、取引金額には、債務保証の期末残高を記載しております。
（注3）外貨建保証債務については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
（注4）取引金額に消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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(１株当たり情報に関する注記)
　１株当たり純資産額 451円79銭
　１株当たり当期純利益 59円39銭
　

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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